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人材・ 
生産性向上 

M&A 
（合併・買収）・ 

事業承継 

電子商取引 
（イーコマース） 

先進運転支援 

インターネット 
メディア・コンテンツ 

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

注目する 
5つの投資テーマ 

人手不足や中期的な省
人化対応のために、多様
な人材の供給やサービス
の市場拡大が見込まれる 

経営者の高齢化を背景
とした事業承継ビジネス
や、自社の競争力を強化
するためのM&Aの市場拡
大が見込まれる 

国内外において様々な分野 
でイーコマースおよびその周辺
ビジネスの持続的な拡大が
見込まれる 

スマートフォンの普及に
よって、情報メディアの多
様化や広告配信の変革
が進み、市場規模の拡
大加速が期待される 

2020年代までに自動車の自
動運転を可能にする政府方
針が打ち出され、市場拡大が
期待される 

※2018年5月末時点  

当資料では、当ファンドの特色に則り、注目している5つの投資テーマと、当ファンドの主要投
資対象であるMHAM日本成長株マザーファンドの組入れ銘柄についてご紹介いたします。 

※ファンドの特色についてはP.5を参照してください。 
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ストライク（東証1部・サービス業、組入比率：2.24% ） 

同社は特定の業種に偏らず、幅広いM&A案件を
手掛けている企業です。日本では経営者の高齢
化が進展するなか、後継者不在による廃業の増
加が予想されます。同社はインターネットを利用し
たマッチング先の探索サービス「SMART」を提供す
ることで、小規模事業者のマッチングに貢献してい
ます。 

買い手企業にとっても企業買収が既存ビジネスの
強化につながることが多く、成長戦略のひとつとして
M&A を選ぶ企業が増えています 。同社は
「SMART」の提供だけでなく、全国各地でセミナー
を開催し、直接営業を行うことで受託活動の強化
を図っています。中小企業を中心としたM&A市場
は今後も良好な事業環境が続くものとみられます。 
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【株価推移】 

（年/月） 

（円） 

※期間：2017年6月22日（上場日）～2018年5月31日（日次）  

※上記個別銘柄は2018年5月末時点のマザーファンドの保有銘柄のうち、当ファンドを理解していただくため、参考として記載したものであり、銘柄推奨を
目的としたものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の組入れを行うことや保有を継続することを示唆・保証するものではありません。  

※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。予想は環境の変化などにより変更されることがあります。  

出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成  

 人材・生産性向上  

同社は、介護・医療など高齢社会に適した情報インフラ
やサービスを提供し、高成長を続けるベンチャー企業で
す。主力事業は、医療・介護分野に特化した人材紹
介や求人情報（キャリア事業）であり、介護事業者向
け経営支援ツール「カイポケ」を展開しています。足元で
は、企業買収によってアジア・オセアニア地域での医療
情報サービスなど海外ビジネスも強化しています。 

日本では高齢化の進展で医療・介護への需要が
高まるなか、看護師や介護職の人材不足が続い
ています。そのためトップシェアを誇るキャリア事業に
対する引合いが強まっていることに加えて、介護事
業者の経営効率化が従来以上に求められる環境
になっていることから、業務効率化を実現できる「カ
イポケ」も順調に拡大しています。海外では、医療
従事者の会員基盤を活用したキャリア事業など新
たなサービス展開も始まっており、中期的な成長の
けん引役として育ちつつあります。 

【株価推移】 

（年/月） 

（円） 

※期間：2015年5月29日～2018年5月31日（日次）  

出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成  

エス・エム・エス（東証1部・サービス業、組入比率**：2.21% ） 

M&A（合併・買収）・事業承継 

どんな企業？ 

今後の見通し 

どんな企業？ 

今後の見通し 

2,042 

4,065 

※業種は東証33業種分類によるものです。  

**組入比率はマザーファンドの組入株式評価額に対する割合であり、2018年5月31日時点のデータ。 
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鎌倉新書（東証1部・サービス業、組入比率：1.21% ） 

同社は、葬儀やお墓など「終活」全般に関わるポータル
サイトを運営している企業です。ユーザーに対しては
ポータルサイトを通じて葬儀や遺産相続など関連する
幅広い情報の提供を行い、ポータルサイトに掲載され
ている葬儀会社等事業会社に対してはユーザーとの
マッチングサービスによって販売支援を行っています。 

同社の事業に関わる市場は高齢化の進展とともに拡
大が見込まれていることに加え、近年はインターネットで
「終活」に関わる情報の収集や物品購入を行う利用者
が増加していることから、市場成長が高まると考えられま
す。また、高い実績と事業基盤を活用した遺産相続
サービスや高齢者向けビジネスなど周辺領域への事業
拡大にも着手しており、収益拡大に弾みが付くとみてい
ます。 
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【株価推移】 

（年/月） 

（円） 

※期間：2015年12月3日（上場日）～2018年5月31日（日次）  

※上記個別銘柄は2018年5月末時点のマザーファンドの保有銘柄のうち、当ファンドを理解していただくため、参考として記載したものであり、銘柄推奨を
目的としたものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の組入れを行うことや保有を継続することを示唆・保証するものではありません。  

※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。予想は環境の変化などにより変更されることがあります。  

出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成  

インフォマート（東証1部・サービス業、組入比率：0.69% ） 

同社は、外食など食品業界と卸売業者間の受発注
業務に対して、クラウドを活用したインターネットで結ぶ
企業間電子商取引のインフラを提供する国内最大の
企業です。幅広い顧客基盤を生かし、原材料情報
データベースの提供や、受発注業務サービスの卸売業
者とメーカー間への拡充なども行っています。また、他業
種へも展開可能な請求書システムへの業容拡大が本
格化しています。 

主力の受発注システムは先行者メリットにより目立った
競合企業がないなか、顧客の受発注業務の省人化・
電子化・効率化ニーズをうまく取り込んでいます。同社
の手がけるサービスの多くは月額制に加えて従量制を
適用しており、安定成長が可能なビジネスモデルである
点が特色です。戦略的に注力している周辺業種への
横展開による顧客数の増加が注目されます。 
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【株価推移】 

（年/月） 

（円） 

※期間：2015年5月29日～2018年5月31日（日次）  

出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成  

電子商取引（イーコマース） 

どんな企業？ 

今後の見通し 

インターネットメディア・コンテンツ 

どんな企業？ 

今後の見通し 

1,121 

3,490 

※業種は東証33業種分類によるものです。  
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フィックスターズ（東証1部・情報・通信、組入比率：1.09% ） 

同社は、コンピュータの処理能力を向上させるソフトウェ
アの開発を手がけています。当事業分野に先行して取
り組み実績を積み重ねており、人材の質の高さや長年
の情報集積が高い競争優位性の背景となっています。
なかでも、処理速度を高速化する独自の技術「 M3

（エム・キューブ）」は、多くのデータ量を高速処理する
必要性が高い金融、ヘルスケア、自動車といった業種
の製品開発に活用されています。 

世界的に自動車の自動運転の開発・生産が盛んなな
かで、事故などの可能性を事前に検知し回避する安全
性と利便性を向上させるためのADAS（先進運転支
援システム）向けの需要が旺盛で、中期的に同分野
向けの供給拡大が期待されます。 
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【株価推移】 

（年/月） 

（円） 

※期間：2015年5月29日～2018年5月31日（日次）  

出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成  

先進運転支援 

今後の見通し 

どんな企業？ 

1,637 

マザーファンド＊の組入上位10銘柄 

組入銘柄数 : 95 

※2018年5月末時点  
※組入比率はマザーファンドの組入株式評価額に対する割合です。   

※上記個別銘柄は2018年5月末時点のマザーファンドの保有銘柄のうち、当ファンドを理解していただくため、参考として記載したものであり、銘柄推奨を
目的としたものではありません。また、当ファンドマザーファンドにおいて今後も上記銘柄の組入れを行うことや保有を継続することを示唆・保証するものでは
ありません。  

※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。予想は環境の変化などにより変更されることがあります。  

※業種は東証33業種分類によるものです。  

＊「MHAM 日本成長株マザーファンド」を指します。 

順位 銘柄名 取引市場 業種 比率

1 イオンファンタジー 東証１部 サービス業 2.74%

2 ジャパンマテリアル 東証１部 サービス業 2.64%

3 ストライク 東証１部 サービス業 2.24%

4 エス・エム・エス 東証１部 サービス業 2.21%

5 クレハ 東証１部 化学 1.98%

6 リログループ 東証１部 サービス業 1.92%

7 三浦工業 東証１部 機械 1.80%

8 ジャパンインベストメントアドバイザー 東証マザーズ 証券・商品先物取引業 1.79%

9 ベクトル 東証１部 サービス業 1.79%

10 MS-Japan 東証１部 サービス業 1.77%
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株価変動リスク 
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株
式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。 
なお、当ファンドは、個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でも
基準価額は下落する場合があります。 

流動性リスク 
有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規
模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価
額に影響をおよぼす要因となります。 

信用リスク 

有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが実質的に投
資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、株
式の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。 

◆分配金に関する留意事項◆ 

  ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合が 
   あります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 

  ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元 
    本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。 

  ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因とな 
   ります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり 
   ます。 

当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 

※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 

 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみな 
 さまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を 
 割り込むことがあります。 
 また、投資信託は預貯金と異なります。 
 

主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）  

ファンドの特色（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

  １．「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指します。

     ※超過収益とは、市場全体の投資収益率を上回るファンドの投資収益の付加部分をいいます。

     ◆アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行います。

     ・ボトムアップ・アプローチとは、個別企業の定量・定性両面にわたる調査・分析に基づき、投資銘柄の選定を行う手法をいいます。

     ・アクティブ運用とは、ファンドマネジャーの独自の判断および様々な投資技法を駆使して、市場全体の投資収益率を上回る超過収益の獲得
      を目指す運用方法をいいます。当ファンドでは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）をこの投資収益率の参考指標とします。

     ◆各業種毎に、アナリストが定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選します。

     ・調査・分析にあたっては、東京証券取引所による３３業種分類を、さらに景気や業績のサイクルを考慮した当社独自の基準に基づく６２業種
     に分類し直し、調査の実効性を高めます。

     ◆個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けないものとします。

     ◆原則として、株式への投資比率を高位に維持し、積極的な運用を行います。

     ※株式市況やファンド資金動向によっては、株式投資比率を高位に維持できない場合があります。

  ２．「MHAM日本成長株マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。

東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指

数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱

東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
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※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。 

購入の申込期間
当初申込期間：2018年7月2日～2018年7月30日
継続申込期間：2018年7月31日以降

購入単位

販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）
※「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みに
　 なる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなります。購入単位および
   取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。

購入価額
当初申込期間：1口＝1円
継続申込期間：購入申込受付日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）

換金単位 販売会社が定める単位

換金価額 換金申込受付日の基準価額

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して４営業日目からお支払いします。

購入・換金申込
受付の中止
および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、 その他やむを得ない事情がある
ときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金の
お申込みの受付を取り消す場合があります。

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求等に制限を設ける場合があります。

信託期間 2028年9月4日（2018年7月31日設定）

繰上償還 受益権口数が10億口を下回ることとなった場合等には、償還することがあります。

決算日
毎年3月および9月の各3日（休業日の場合には翌営業日）
※初回決算日：2019年3月4日

収益分配
毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
「分配金受取コース」原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金再投資コース」税引後、自動的に無手数料で全額再投資されます。
※分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

課税関係
当ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。
原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に
対して課税されます。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額
   投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

お申込みメモ（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

●ご購入時

購入時手数料
購入価額に3.24％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じて得た額となります。
購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる
費用の対価として、販売会社に支払われます。
※くわしくは販売会社にお問い合わせください。

換金時手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

●保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）

運用管理費用（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.674%（税抜1.55%）
委託会社 年率0.75％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.75％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
                             の管理等の対価
受託会社 年率0.05％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

その他の費用・手数料

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に
要する費用、監査費用等が信託財産から支払われます。

※その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、
   事前に料率、上限額等を表示することができません。

お客さまにご負担いただく手数料等について

下記手数料等の合計額等については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳細については、投資

信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

●ご換金時
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① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して
購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。

③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。

○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

○ 当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価
額は変動します。このため、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り
込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同
社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

○ 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

投資信託ご購入の注意

　投資信託は、

当資料のお取扱いについてのご注意

◆ファンドの関係法人 ◆
＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社

[ファンドの運用の指図を行う者]
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会
＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社

[ファンドの財産の保管および管理を行う者]

＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

◆委託会社の照会先 ◆
アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694
(受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ URL http：//www.am-one.co.jp/
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加入している金融商品取引業協会を○で示しています。 2018年7月2日現在

株式会社きらぼし銀行 登録金融機関　関東財務局（登金）第53号 ○ ○

販売会社一覧（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

 商号 登録番号等
日本

証券業
協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業

協会

一般社団法人

第二種

金融商品

取引業協会

備
考

180702JSきらぼしみらい ファンド通信 
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●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。 
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。 
＜備考欄について＞ 
※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。 
※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。 
※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。       （原則、金融機関コード順） 


